
２０１９年１２月２５日 

各位 

株式会社 十六銀行 

 

じゅうろくＳＤＧｓ私募債「つながるこころ」の引受けについて 

 

株式会社十六銀行（頭取 村瀬幸雄）は、『じゅうろくＳＤＧｓ私募債「つながるこころ」』（１２月２５日

発行）を引き受けましたので、下記のとおりお知らせします。 

本商品は、「ＳＤＧｓの趣旨」と「ＳＤＧｓ私募債の取組み」に賛同いただいた企業さまが私

募債を発行することで、ＳＤＧｓに資する学校や病院・団体等へ物品や金員の寄贈・寄付が行わ

れ、お客様の資金調達とＳＤＧｓに対する活動を同時に支援する仕組みとなっています。 

当行は、本商品を通じた取組みにより、今後とも発行企業さまと持続可能な地域社会づくりや地

域貢献、地方創生に資する活動に積極的に取り組んでまいります。 

 

 

記 

 

 １２月２５日発行分 十六銀行の保証付私募債（合計：８件、１，０６０百万円） 

 

 

発 行 企 業 

代 表 者 所  在  地 

業      種 発行額（百万円） 期 間（年） 

寄 贈 先 

内藤建設株式会社 

内藤 宙 岐阜県岐阜市六条南３丁目１０番１０号 

建築・土木工事業 ６００ ７ 

岐阜市 

ドルフィン株式会社 

小森 崇稔 岐阜県岐阜市大蔵台１０番２８号 

スイミングスクール 

フィットネスクラブ 

施設管理 

３０ ２ 

岐阜県立岐阜総合学園高等学校 

株式会社島村商会 

島村 智大 岐阜県大垣市神田町２丁目２２番地 

自動車関連商品販売業 ３０ ７ 

大垣市立興文小学校 

向陽信和株式会社 

古澤 一晃 岐阜県土岐市泉町久尻２４３１番地の１７ 

建設工事業 ５０ ５ 

児童養護施設「麦の穂学園」 

 

株式会社十六銀行 〒500-8516 岐阜市神田町８丁目２６番地 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 



 

１２月２５日発行分 信用保証協会の保証付私募債（合計：１件、２００百万円） 

 

 

発行企業の概要 

発行企業名 内藤建設株式会社   http://naito-csc.jp 

所在地 岐阜県岐阜市六条南３丁目１０番１０号 

代表者 内藤 宙 

事業内容 建築・土木工事の設計・施工・管理、宅地建物取引業 

資本金 ８０百万円 

年商 ６，４７２百万円（２０１８年９月期） 

従業員数 ８８名 

ＰＲコメント 当社は、おかげさまで創業７２周年を迎えました。 

建物の耐用は数十年。そのお世話をする企業は当然、５０年・１００

年と持続可能な企業であるべきです。人間の体が医者の治療を必

美吉建設株式会社 

吉川 貴祥 愛知県稲沢市松下１丁目１４番１１号 

土木建築工事業 ５０ ５ 

調整中 

株式会社中部研磨 

秋山 竜也 愛知県春日井市美濃町２丁目７番地 

金型研磨加工 ４０ ５ 

調整中 

株式会社創羽 

佐藤 智晴 愛知県尾張旭市庄中町１丁目１１番地１５ 

型枠大工工事業 ６０ ７ 

尾張旭市立旭中学校 

株式会社ランドキャリー 

森部 鐘弘 
愛知県名古屋市東区矢田２丁目 

２０番地５ 

一般貨物自動車運送業 ２００ ５ 

春日井市立尾東中学校 

発 行 企 業 

 代 表 者  所  在  地 

 業      種 
保証協会 

 

発行額 

（百万円） 
 期 間（年） 

寄 贈 先 

大丸開発株式会社 

臼井 泉仁 
岐阜県羽島郡岐南町上印食８丁目 

８２番地 

住宅建設業 岐阜県 ２００ ７ 

関市立緑ヶ丘中学校 

http://naito-csc.jp/


要とするように、過去７２年間で携わった建物にも診断や治療が必

要です。これからも建設ドクター集団として、様々なコンストラクショ

ン・サービスを通じ、お客様のお役に立つことが、当社の存在意義

と考えています。 

 

発行企業名 ドルフィン株式会社 http://dolphin-group.co.jp 

所在地 岐阜県岐阜市大蔵台１０番２８号 

代表者 小森 崇稔 

事業内容 スイミングスクール、フィットネスクラブ、施設管理 

ＰＲコメント 当社は「子どもたちを水難事故から守りたい」との願いから岐阜市大

蔵台にスイミングスクールを創業して３９年。知の育み、体と心の育

み、健康・フィットネス、省エネルギー、地域活性、文化伝承の各事

業を通し、インクルーシブデザインに基づき、各事業を研究・開発・

実施しております。これからもスポーツ・文化を通じて、あらゆる方々

の健康で文化的な生活に貢献してまいります。 

 

発行企業名 株式会社島村商会 http://shimamura-shokai.com/ 

所在地 岐阜県大垣市神田町２丁目２２番地 

代表者 島村 智大 

事業内容 自動車関連商品販売業 

資本金 １０百万円 

ＰＲコメント 当社はカーナビやＥＴＣ、プラズマクラスター等の販売・設置のみな

らず、点検に関しても自動車整備士の国家資格をもつスタッフが在

籍し対応しております。これからも、車のメンテナンスを通して、皆様

の快適なカーライフのサポートを目指して参ります。 

 

発行企業名 向陽信和株式会社 http://wｗw.kouyoukun.co.jp/ 

所在地 岐阜県土岐市泉町久尻２４３１番地の１７ 

代表者 古澤 一晃 

事業内容 建設工事業 

資本金 １０百万円 

年商 ５７３百万円（２０１９年８月期） 

従業員数 ４６名 

ＰＲコメント 当社は、社会貢献や地域密着という業務以外の分野において積極

的な活動を実施、「岐阜県ワーク・ライフ・バランス推進エクセレント

企業」を受賞、認定企業として高い評価を得ています。 

 

 

 

http://dolphin-group.co.jp/
http://shimamura-shokai.com/
http://www.kouyoukun.co.jp/


発行企業名 美吉建設株式会社  http://miyoshi-kk.com/ 

所在地 愛知県稲沢市松下１丁目１４番１１号 

代表者 吉川 貴祥 

事業内容 土木建築工事業 

 

発行企業名 株式会社中部研磨 http://wｗw.chubu-kenma.com/ 

所在地 愛知県春日井市美濃町２丁目７番地 

代表者 秋山 竜也 

事業内容 金型研磨加工 

資本金 １０百万円 

従業員数 １７名 

ＰＲコメント 小さな金型から大きな金型まで何でも対応致します。また鏡面仕上

げはエクステンション、レンズなどどんなものでも当社にお任せくだ

さい。 

 

発行企業名 株式会社創羽 https://sowa715.com/company 

所在地 愛知県尾張旭市庄中町１丁目１１番地１５ 

代表者 佐藤 智晴 

事業内容 型枠大工工事業 

 

発行企業名 株式会社ランドキャリー http://wｗw.landcarry.co.jp 

所在地 愛知県名古屋市東区矢田２丁目２０番地５ 

代表者 森部 鐘弘 

事業内容 一般貨物自動車運送業 

資本金 ５０百万円 

年商 ７，８４９百万円（２０１９年６月期） 

従業員数 １３６名 

ＰＲコメント 「名古屋の運送業者から日本の運送業者へ」という合言葉で物流新

時代の多種多様なニーズに迅速な対応ができる、グローバルな物

流システムのご提供を、お客様第一主義の物流企業を目指し取り

組んでいます。 

 

発行企業名 大丸開発株式会社 http://wｗw.daimaru-d.jp/ 

所在地 岐阜県羽島郡岐南町上印食８丁目８２番地 

代表者 臼井 泉仁 

事業内容 住宅建設業 

資本金 ９０百万円 

年商 ４，９２４百万円（２０１９年９月期） 

従業員数 ４４名 

http://miyoshi-kk.com/
http://www.chubu-kenma.com/
https://sowa715.com/company
http://www.landcarry.co.jp/
http://www.daimaru-d.jp/


ＰＲコメント 大丸開発は、岐阜県内で、高品質で低価格な新築戸建住宅からロ

ーコスト住宅まで、幅広くご提案しています。施工・設計・販売・アフ

ターメンテナンスまで、全て自社で行うことで、ご家族の理想の暮ら

しを叶えます。今までも、これからも、地域に貢献し、地域から信頼

され、地域と共に長く発展し続ける企業を目指しています。 

 

以上 

 

【ご照会先：法人営業部法人業務グループ TEL ０５８－２６６－９８００】         


